
1 ㈱ホームエネルギー北海道 釧路センター 北海道 釧路市星が浦南１－１－１０ 岩谷産業㈱

2 ㈱ホームエネルギー北海道 石狩センター 北海道 石狩市新港南３－７０５－４ 岩谷産業㈱

3 シナネン㈱北海道支店 北海道営業所 苫小牧オフィス 北海道 苫小牧市一本松町７－８ シナネン㈱

4 ㈱ホクタン 北海道 稚内市緑１－１－５ ㈱ホクタン

5 ㈱ホームエネルギー北海道 函館センター 北海道 北斗市七重浜７丁目６－３ 岩谷産業㈱

6 日商プロパン石油㈱ 富良野(支店)工場 北海道 富良野市南町５－４１ 日商プロパン石油㈱

7 ㈱日石プロパン供給センター 北海道 北広島市大曲工業団地二丁目４－６ ㈱日石プロパン供給センター

8 北海道エナジティック㈱ 二十四軒充填所 北海道 札幌市西区二十四軒１条１－１－２７ 北海道エナジティック㈱

9 グローブエナジー㈱ 石狩充填所 北海道 石狩市新港中央４丁目３７４０－１１ グローブエナジー㈱

10 北海道アストモスガス㈱ 北海道 北見市東相内町３０９ 北海道アストモスガス㈱

11 エア・ウォーター・テクノサプライ㈱ 帯広センター 北海道 帯広市西２２条南１丁目３番地 エア・ウォーター㈱

12
エア・ウォーター・テクノサプライ㈱ 旭川ハローガス
センター

北海道 旭川市永山町６丁目１８番１号 エア・ウォーター㈱

13
エア・ウォーター・テクノサプライ㈱ 室蘭ハローガス
センター

北海道 室蘭市港北町１丁目２番１０号 エア・ウォーター㈱

14 ㈱エネサンス北海道 函館工場 北海道 北斗市追分３丁目６番１号 ㈱エネサンス北海道

15 堀川産業㈱ 茨城工場 茨城県 取手市清水井堀添１７５ 堀川産業㈱

16 塚本産業㈱ 茨城県 牛久市牛久町３３００ 塚本産業㈱

17 伊藤忠エネクスホームライフ関東㈱ 茨城支店 茨城県 ひたちなか市長砂６３６ 伊藤忠エネクスホームライフ関東㈱

18 ㈱ミトレン 河和田営業所 茨城県 水戸市河和田町４３８１－１７ ㈱ミトレン

19 シナネン㈱首都圏第一支店 水戸営業所 常陸基地 茨城県 常陸大宮市工業団地６５１－１ シナネン㈱

20 大丸エナウィン㈱ 関東支店 茨城県 かすみがうら市上稲吉１７９１－１２ 大丸エナウィン㈱

21 ㈱サイサン土浦営業所 土浦充填所 茨城県 稲敷郡阿見町大字小池６５１－５ ㈱サイサン

22 日東燃料工業㈱ 茨城支店 茨城県 つくば市南中妻５０６－１ 日東燃料工業㈱

23 関彰商事㈱ 下館ＬＰＧセンター 茨城県 筑西市玉戸１０１２－６ 関彰商事㈱

24 日通商事㈱水戸ＬＰガス事業所 那珂ＬＰガス充填所 茨城県 那珂市菅谷４４５８－８１ 日通商事㈱

25 東京ガスエネルギー㈱茨城支社 茨城県 日立市留町１２７０－５４ 東京ガスエネルギー㈱

26 ㈱ホームエネルギー静岡 掛川センター 静岡県 掛川市伊達方９６０－１ 岩谷産業㈱

27 ㈱ホームエネルギー静岡 静岡センター 静岡県 静岡市清水区七ツ新屋３７３ 岩谷産業㈱

28 エネジン㈱ 伊東支店 静岡県 伊東市富戸字栗の木平１０９７ エネジン㈱

29 日本ガス興業㈱ 原基地 静岡県 沼津市原４３０ 日本ガス興業㈱

30 ㈱鈴与ガスあんしんネット　三島事業所 静岡県 沼津市大岡字古関１ 鈴与商事㈱

31 ㈱ザ・トーカイ 静岡配送センター 静岡県 静岡市葵区古圧２丁目２０－２５ ㈱ザ・トーカイ

32 静岡ガスエネルギー㈱中部支店 静岡工場 静岡県 静岡市駿河区池田２８ 静岡ガスエネルギー㈱

33 ㈱ザ・トーカイ 田方配送センター 静岡県 伊豆の国市中６２７ ㈱ザ・トーカイ

34 ㈱ザ・トーカイ 富士宮支店 静岡県 富士宮市万野原新田３５５１－１ ㈱ザ・トーカイ

35 ガステックサービス㈱ 浜北配送センター 静岡県 浜松市浜北区尾野２７８４番地の１ ガステックサービス㈱

36 富士酸素工業㈱ 本社充填所 静岡県 富士市津田２２１ 富士酸素工業㈱

37 協業組合日和ガス 田方供給センター 静岡県 田方郡函南町肥田３２７ 協業組合日和ガス田方供給センター

38 杉本工業㈱ 静岡県 下田市６丁目３７番４４号 杉本工業㈱

39 ㈱サイサン 磐田営業所 静岡県 磐田市西貝塚５５９－１ ㈱サイサン

40 伊藤忠エネクスホームライフ中部㈱ 豊田支店 愛知県 豊田市御船町山ノ神５６－２０１ 伊藤忠エネクスホームライフ中部㈱

41 ㈱エス・アイ東海 愛知県 稲沢市下津森町１番地の１ ㈱エス・アイ東海

42 東愛知ガス供給ネット㈱ 愛知県 豊川市御津町佐脇浜二号地１番８ 東愛知ガス供給ネット㈱

43 豊通エネルギー㈱ 豊田充填所 愛知県 豊田市生駒町横山１０６番地 豊通エネルギー㈱

44 大浜燃料㈱ 西尾充填所 愛知県 西尾市山下町東八幡山６７番地 大浜燃料㈱

45 知多高圧ガス㈱ 愛知県 知多市新刀池２丁目１４番地 知多高圧ガス㈱

46 名古屋プロパン瓦斯㈱ 愛知県 小牧市大字東田中字上池１２５１番地 名古屋プロパン瓦斯㈱

47 ㈱フジプロ 愛知県 知立市牛田町遠新切４８ ㈱フジプロ

48 ガステックサービス㈱ 西三河配送センター 愛知県 西尾市米津町入船２－５８ ガステックサービス㈱

49 中部アストモスガス㈱ 藤岡営業所 愛知県 豊田市北一色町吉原７５６－４６ 中部アストモスガス㈱

50 東邦液化ガス㈱ 岡崎充てん所 愛知県 岡崎市柱町下地６９ 東邦液化ガス㈱

51 ㈱あみや商事 新城充填所 愛知県 新城市大宮字清水１－９ ㈱あみや商事

52 シナネン㈱中部支店 中部営業所 名古屋基地 愛知県 名古屋市港区中川本町一丁目１番地 シナネン㈱

53 ヤマサ總業㈱ 愛知西支店 愛知県 江南市東野町神田６ ヤマサ總業㈱

54 太洋商事㈱ 愛知県 あま市七宝町桂川向７９０ 太洋商事㈱

55 ㈱ホームエネルギー東海 岡崎ＬＰＧセンター 愛知県 岡崎市岡町字南棚田２８－１ 岩谷産業㈱

56 関西プロパン瓦斯㈱ 尾鷲営業所 三重県 尾鷲市大字南浦１９８７－１３ 関西プロパン瓦斯㈱

57 ㈱マルエイ　四日市支店 三重県 四日市市采女町字春雨３２１０－１２ ㈱マルエイ

58 東邦液化ガス㈱ 志摩充てん所 三重県 志摩市磯部町沓掛体ノ谷７－２ 東邦液化ガス㈱

59 石井燃商(株) 員弁充填所 三重県 いなべ市北勢町麻生田１２７２番地 石井燃商㈱

60 上野ガス㈱ 本社充填所 三重県 伊賀市上野茅町２７０６ 上野ガス㈱
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61 上野ガス㈱ 亀山営業所 三重県 亀山市椿世町５４７番地の１ 上野ガス㈱

62 アポロ興産㈱ 三重県 伊賀市四十九町１１４０ アポロ興産㈱

63 三重交通商事㈱ 伊勢液化ガス営業所 三重県 伊勢市鹿海町字圓坊１４４３ 三重交通商事㈱

64 東海日通ガス㈱ 三重県 度会郡大紀町滝原９２４番地の２ 東海日通ガス㈱

65 ダイヤ燃商㈱ 三重県 津市高茶屋７丁目５番５２号 ダイヤ燃商㈱

66 ㈱ホームエネルギー東海 四日市ＬＰＧセンター 三重県 四日市市牛起２-４-１３ 岩谷産業㈱

67 伊藤忠エネクスホームライフ関西㈱ 田辺支店 和歌山県 田辺市下三栖１４７５－１３７ 伊藤忠エネクスホームライフ関西㈱

68 南紀プロパンガス㈱ 和歌山県 新宮市清水元１丁目１番９号 南紀プロパンガス㈱

69 大丸エナウィン㈱ 和歌山支店充填所 和歌山県 和歌山市三葛５１８ 大丸エナウィン㈱

70 キロステック㈱ 和歌山営業所 和歌山県 和歌山市船所４３番地 キロステック㈱

71 伊丹産業㈱ 高知工場 高知県 高知市五台山４９９２番地２ 伊丹産業㈱

72 横井石販㈱ 高知基地 高知県 吾川郡いの町１４２８ 横井石販㈱

73 土佐ガス㈱ 横浜工場 高知県 高知市横浜ミソタ７２１ 土佐ガス㈱

74 高知エネルギー㈱ 奈半利工場 高知県 安芸郡奈半利町五反島乙３７６５－３ 高知エネルギー㈱

75 ㈱ホームエネルギー四国 高知センター 高知県 高知市横浜字寺田１５３１番地 岩谷産業㈱

76 ㈱スタン 徳島北営業所 徳島県 板野郡上板町引野字野神西１８番 ㈱スタン


